
2022/2/27 第２７回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権　都道府県　団体戦

選手名 団体名 団体 点数 順位

苅谷 賢展 愛知県 ちからこぶ

福田 尭 愛知県 ちからこぶ 5

近藤 大蔵 愛知県 ちからこぶ 8

渡邉 俊哉 愛知県 ちからこぶ

今泉 直志 愛知県 ちからこぶジム 7
梅村　優利 愛知県 パワーライン 12

竹本　朱里 愛知県 岡崎城西高校 12

光岡 蓮人 愛知県 岡崎城西高校 8

光岡 大晴 愛知県 岡崎城西高校 12

今泉　壮太郎 愛知県 岡崎城西高校 6

飛田 渉 茨城県 個人

大場 浩樹 茨城県 個人 12

山口 紗奈 茨城県 常総学院高等学校 12

戸塚 真奈美 茨城県 常総学院高等学校 12

関 寿々花 茨城県 常総学院高等学校 9

舞野 碧唯 茨城県 常総学院高等学校

橋本 泰樹 茨城県 常総学院高等学校 9

柚木 郁彦 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

香川 修一 関西学連 岡山大学ウエイトトレーニング部 5

中嶋 祐文 関西学連 関西大学

佐藤 悠登 関西学連 関西大学

野村 優 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 12

森田 奈那 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 12

金子 万生 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 9

奥田 大生 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

念代 朋哉 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 7

西岡 海斗 関西学連 阪南大学ウエイトトレーニング部 8

佐藤 大河 宮城県 STEEZE 12

高橋 勇希矢 宮城県 STEEZE 12

佐藤 陽太郎 宮城県 THEZENCLUBKBGYM 8

新田 丈 宮城県 個人

松下 大樹 京都府 EXSTAGE 12

山田 航也 京都府 EXSTAGE 12

岩城 隼人 京都府 EXSTAGE 12

村田 侑司 京都府 EXSTAGE 8

大前 秀暢 京都府 EXSTAGE 7

丸瀬 裕士 京都府 EXSTAGE

西山 友菜 埼玉県 浦和学院高等学校 12

飯塚 照元 埼玉県 浦和学院高等学校 12

神田 蒼生 埼玉県 浦和学院高等学校 12

原田 孝太郎 埼玉県 浦和学院高等学校 9

永井 徳真 埼玉県 個人

渡邉 勇仁 埼玉県 個人 6

小島 寛 埼玉県 個人

山本 章人 埼玉県 個人

今野 拓登 埼玉県 個人

小島 悠生 埼玉県 春日部共栄高等学校パワーリフティング部 6

小川 悠吾 埼玉県 春日部共栄高等学校パワーリフティング部 8

島村 朋季 埼玉県 春日部共栄高等学校パワーリフティング部 5

木野内 ほの 埼玉県 草加高等学校

亀谷 駿也 埼玉県 草加高等学校 9

齊藤 瑞祈 埼玉県 草加高等学校 9

下川 陽向 埼玉県 草加高等学校 8

岡部 颯冬 埼玉県 草加高等学校 7

金田 大和 埼玉県 草加高等学校パワーリフティング部 12

小幡 光希 埼玉県 東京成徳大学深谷高等学校 12

田中 雅人 神奈川 force 2

横田 歩実 神奈川県 ESQUATIR 12

松尾 洋佑 神奈川県 個人 12

勝又 太一 神奈川県 個人 7

石井 蓮 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay 12

小柳 拓夢 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay 12

青木 勇樹 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay 4

牧 安里紗 千葉県 StrengthGym TokyoBay 12

吉川 遼 千葉県 パワーリフティングジムZEAL

北村 織陽 大阪府 K’s GYM

金川 慶一郎 大阪府 個人 8

清水 駿也 大阪府 個人

徳永 一樹 東京都 TXP 9

神田橋 萌人 東京都 スパインハウス 3

鈴木 心輝 東京都 スパインハウス 12

岡野 倫太郎 東京都 個人 9

金 珉雨 東京都 個人 3

小野寺 正樹 東京都 個人 1
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